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論文要旨　臨地実習指導の基礎的資料にするため，精神看護学実習を終了した看護学生64名の実習後最終レポー
トを使って記述内容を分析した。更に，精神看護学実習目標である①精神保健医療における看護師の役割，②患
者理解，③患者・看護師関係をカテゴリーとし内容分析の結果と照合した。64枚の実習記録から773文が抽出され，
①精神保健医療における看護師の役割に関しては133文から43カテゴリー，３つのサブカテゴリーが，②患者理解
においては，58文から10のサブカテゴリー，２つのカテゴリーが生成された。また，③患者・看護師関係では，
469文から32サブカテゴリー，４つのカテゴリーが生成された。これらの結果から，学生は人間関係づくりに苦悩
しながらも，援助に自己を媒体とする精神科看護の特徴や精神障がい者観を変化させていることがわかった。学
生個々の体験を意味づけながら，学生の思考過程に沿った学習援助方法の工夫が示唆された。
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■　研究の背景と目的

　これまで，精神看護学は看護教育の中で科目の
位置づけが変化してきた。それまで成人看護学の
一部として捉えられていたが，1990年に行われた
カリキュラム改正において，専門基礎科目の中に
精神保健が，基礎看護学の臨床看護学総論の一部
として精神障害者の看護が置かれた。更に，1997
年４月から，成人看護学の一部としての捉え方か
ら独立し，教育内容が疾患を中心とした病気の看
護から生活する人の看護へ移行した。
　看護の原点は「人間関係づくり」「癒し」である。
この原点に立てば，模索を繰り返しながら精神看
護学が独立したことは，その専門性から看護学の
大きな柱として期待されていることは明白である。
　一方，精神看護学が独立したことでこれまで見
学程度であった臨地実習（以下実習とする）も，
多様な実習場所での体験を可能とし，看護と福祉
を統合させた視点での教育が進められるように
なった。

　多様な実習場において看護教員（以下教員とす
る）や臨地実習指導者（以下指導者とする）は，
看護学生（以下学生とする）の経験に意味づけし
ながら，様々な役割を取ることが求められてい
る。その教育効果に関する研究も数多く行われる
ようになった。指導者や教員の実習指導（以下指
導とする）に着目した研究では，学生の経験を重
視した実習指導の検討に関する報告1-4）や，学生
が指導をどのように受け止めているかの報告5,6）

がある。また，学生の実習における学びを明らか
にした報告7,8）があり，指導者としてのあり方や
指導の内容の検討が，主に学生の実習終了後の実
習記録やレポートを使って行われている。これら
の研究報告から，学生のレディネスの違いや精神
医療のニーズが異なることから，指導方法につい
ては模索状態にあることが推測される。また，実
習方法についての報告は，経験型実習方法を取り
入れて人と人との関わりが腑に落ちた実習になっ
ている瀧澤9）の報告や学内授業に精神障がい者の
体験談を取り入れ，実習前の精神障がい者観の形
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成に影響を与えている池邊10）らの報告がある。
　いずれにしても，これらの報告は精神看護学実
習が患者と学生の相互作用で行われ，媒体はコ
ミュニケーションが主であることから，看護学基
礎教育の観点において人間関係づくりに有意義な
体験学習の場所であり，教員や指導者が患者像を
豊かに育てることの必要性を示唆するものである。
　研究者の所属するＡ大学看護学部精神看護学
は，精神科病棟での実習を主体としており，一部
精神障がい者社会復帰施設の体験実習を導入して
いる。
　多くの学生は初めての治療環境と精神障がい者
との接点に，驚きと不安を抱えながら「恐怖心」
と「緊張」というメッセージを教員や指導者へ発
信していることは否定できない。特に実習開始時，
学生は患者とコミュニケーションをとろうとする
ものの，患者・精神障害に対する意識が自然と表
出し，自分自身が安心できる場所を探し，実習初
日からマイナスのスタートを切っているといえ
る。こうした緊張した体験を教員や指導者は，ポ
ジティブに意味づけし有意義な体験へ修正してい
く指導を実践している。
　今回，こうした教員や指導者の指導の実践が学
生の学修にどのように反映しているのか検討する
ことにした。学生の学修の結果を明らかにするこ
とで，現在行っている指導を客観的に振り返ると
共に，学生にとって効果的な指導方法の示唆が得
られると考える。

■　研究方法

１．研究期間
　平成20年４月～平成20年７月

２．研究対象
　Ａ大学看護学部４年生前期でＫ病院で精神看護
学実習を終了した64名。

３．データ収集方法
１�）�データ収集：援助した実施・実習後の自己評
価や最終カンファレンスで指導されたこと，
実習後の感想や考察などを自由に記述した最
終レポート。

４．分析方法
１�）�実習記録から感想・考察・気づきが記述され

ている，意味がわかる最小限の文を抽出し
た。次に，記述内容により同類のものをグルー
プ化しサブカテゴリーとした。更にサブカテ
ゴリーの類似性に沿ってカテゴリー化して名
称をつけた。信頼性・妥当性を確保するため
に，文章の抽出とカテゴリー化は，精神看護
学実習担当者３名で行った。

２�）�Ａ大学看護学部精神看護学（以下Ａ大学とす
る）実習目標①精神保健医療における看護師
の役割，②患者理解，③患者・看護師関係を
カテゴリーとし１）で得られた結果と照合し
た。

５．倫理的配慮
　本研究の目的，参加は自由であり参加しなくて
も不利益がないこと，結果は研究のみに使用し，
その結果は，個人が特定されないように公表予定
であることを文書と口頭で説明した。また，実習
後の学びのレポートであるために，所属機関や学
年が特定されるリスクがあることを説明し，同意
を得た。

■　結　果

　学生64名，64枚の実習記録から773文が抽出さ
れた。以下，実習目的と照合した結果を中心に結
果を述べる。【　】内はカテゴリーを，〈　〉内は
サブカテゴリーを表す。

１．精神保健医療における看護師の役割
　精神保健医療における看護師の役割には，抽出
された133文から43のサブカテゴリー，３つのカ
テゴリーが生成された。（表１）
　最も生成数が多いカテゴリーは【対象への関わ
り方と援助に関する理解】で，〈健康的な部分に
働きかける個別性を重視した看護の必要性につい
て理解できた〉〈治療に参加しながらセルフケア
援助の必要性について理解できた〉〈日常生活に
おいて看護師がモデルとなる〉の３つのサブカテ
ゴリーで構成されていた。
　次に生成数が多かったカテゴリーは【精神科病
棟で行われる治療の理解】で，〈治療環境を整え
ることの重要性について理解できた〉〈行われて
いる治療について概観できた〉〈患者の社会復帰
とコメディカルについて理解ができた〉の３つの
サブカテゴリーで構成されていた。
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表１　精神保健医療における看護師の役割

　また，【精神科医療を取り巻く精神医療の歴史
と患者処遇に関する理解】は，〈精神保健福祉法
について意義が理解できた〉〈社会的入院につい

て考えさせられた〉〈患者の日常生活上での管理
の難しさが理解できた〉の３つのサブカテゴリー
で構成されていた。
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２．患者理解
　患者理解には，抽出された58文から10のサブカ
テゴリー，２つのカテゴリーが生成された。（表２）
　最も生成数が多かったのは【入院することにつ
いて考えた】ことで〈社会的入院の弊害について
考えた〉�〈過去のつらい体験が社会復帰の不安につ
ながる〉の２つのサブカテゴリで構成されていた。
　また，【コミュニケーションの意義について理
解できた】は，〈コミュニケーションを通して観
察ができる〉〈日常的な会話が大切である〉の２
つのサブカテゴリーで構成されていた。

３．患者・看護師関係
　患者・看護師関係には，抽出された469文から
32のサブカテゴリー，４つのカテゴリーが生成さ
れた。（表３）
　最も生成数が多かったのは【自己と自己の態度
を振り返ることができた】で〈患者との信頼関係
を繋ぐための方法〉〈患者への偏見を持っていた
ことへの振り返りと気づき〉〈相手に関心をもっ
て接する〉の３つのサブカテゴリーで構成されて
いた。
　次に生成数が多かったのは【相手の立場に立つ】
で〈患者の表出する態度や発言の意味を考える〉

表２　患者理解
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〈先入観を持たず相手の思いを大切にする〉〈沈黙
も大切で感情に働きかける〉〈プロセスレコード
を活用して態度を振り返る〉の４つのサブカテゴ
リーで構成されていた。
　また，【コミュニケーションの大切さ】は＜非
言語的コミュニケーションの大切さ>〈自分の思
いを正直に伝える〉の２つのサブカテゴリー，【指

導者から学んだこと】は〈印象に残った指導者の
言葉〉の１つのサブカテゴリーで構成されていた。

　学生は，人間関係づくりの苦手な患者と関係づ
くりに苦悩しながらも，受け持ち患者とのコミュ
ニケーションを通して多くのことを学んでいる。
特に，援助の実践に自己を媒体とする精神科看護

表３　患者・看護師関係
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の特徴を捉え，様々な制限の中で患者の社会復帰
するための努力が行われていることを理解してい
る。また，これまでの精神障がい者の処遇を，自
己のかかわりの評価や患者の置かれている日々の
生活環境の中で振り返りながら，自己の障がい者
観に関する変化も感じ取っていた。

■　考　察

　本研究は，学生の実習終了後のレポートの記述
内容を分析し，更に，その結果を実習目標を尺度
として用い学生の実習での学びを明らかにするこ
とを目的としたものである。
　Ａ大学における精神看護学実習は，３年次の後
期と４年次の前期に行われている。特に３年次の
実習は，学生自身の学習準備や学習効果に影響を
与えると考える。学生の実習における学習効果に
影響を与える要因として，伊藤らは「臨床側での
受け持ち患者，病棟の指導者と教員の指導力」11）

を上げている。一方，神宝は「精神障がい者に対
する偏見や否定的なイメージは実習学生にとって
大きな課題である」12）と報告していることから，４
年次に実習を行った学生のレポートを使用した。
　このような背景を踏まえて，実習での学生の学
びの特徴を分析し，指導者が果たすべき役割につ
いて考察する。

１．全体の傾向から
　結果の上位は，表３，表１，表２の順であった。
学内学習で人間関係論，セルフケア理論を用いて
学習を行っている成果が現れている。また，精神
が障がいされた人との関わりを自己を媒体として

経験することで，精神に障がいを持たない人への
メンタルヘルス・ケアを考えることが出来てい
る。こうした学生の学びが，経験だけに留まらず
多方面において実践できるような指導の工夫が不
可欠である。

２．学生の学びの傾向から
　１）精神保健医療における看護師の役割
　学生は，患者が病的体験を持ちながら生活して
いることを理解し，セルフケアに注目した看護師
の役割を捉えていた。【対象への関わり方と援助
に関する理解】で，〈健康的な部分に働きかける
個別性を重視した看護の必要性の理解〉〈治療に
参加しながらセルフケア援助の必要性について理
解できた〉〈日常生活において看護師がモデルと
なる〉は，サポートの必要性や医療提供システム
の必要性と役割を考えることが出来ていた。A
大学においては，実習３日目に１日患者社会復帰
施設での体験実習を行っている。学生自らが患者
の活動に参加しているが，治療に関わるコメディ
カルスタッフの役割や支援体制，チームの一員と
しての看護師の役割について捉えられたのではな
いかと考える。また，参加者と関わることで，自
分がこれまで意識していなかった自分自身にある
障害者観について意識し，自分を振り返ることが
出来たのではないかと考える。安酸13）は，経験
について「学習者自ら意味づけしていくという学
習形態をとる実習」で「学生自らが経験の中に潜
む認識のずれや矛盾を明らかにしていく」と概念
化している。神宝14）は経験を重視した精神看護
学実習の効果について，「学生の経験から始まる」
と報告している。患者社会復帰施設での体験実習
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は，学生が主体的に学びの場を選択できる学習機
会が設定できているのではないかと考える。

　２）患者・看護師関係
　学生は，よりよい人間関係をとおして患者との
意思疎通を図ろうとしている。【相手の立場に立
つ】〈患者の表出する態度や発言の意味を考える〉
ことは，うまくいかない患者との関係の構築に苦
慮したことが伺える。〈先入観を持たずに相手の
思いを大切にする〉という方法が見出せたのは，
スムーズに行かない関係の原因について，患者の
価値観や個別性を重視するという理論の実践がで
きたからではないかと考える。
　ベナー15）は，看護学生という存在は，臨床技
能習得モデルにおいては第一段階であり初心者で
あると述べている。学生が看護者として成長して
いくためには，看護の体験を体験で終わらせるの
ではなく，学生自身が咀嚼し自分自身に積み重ね
ていくことが大切である。そのためには，実習場
で思うように行かない人との関係づくりの体験も
学生にとって必要であると考える。
　しかしながら一番重要であると考えるのは，看
護の初心者である学生が患者の体験にしっかりと
向き合うことである。そのため，教員や指導者は
看護の初心者としての学生に対話を通した経験の
振り返りや実習環境を整える役割を果たす必要が
ある。村島は，ある研修会において研修生が記述
した実習での思い出の記述から「プラス感情」と
「マイナス感情」を抽出しその結果を報告してい
るが，「マイナス感情」の中には，いつも患者の
ところにいないと居る場所がない，看護師の無関
心や冷たい雰囲気，など居心地の悪い環境の記述
が多くあったと書かれている16）。
　学生が患者に関心を寄せるためには，実習環境
による負担が少ないほうが向けやすくなる。実習
病棟に安心した居場所があるということは，学修
効果が期待できる一つの方法ではないかと考える。

　３）患者理解
　Ａ大学精神看護学においては，実習における看
護の対象となる人を「精神に障がいのある，あら
ゆる発達段階の人とその家族」として捉えており，
その人の生活に着目することを示している。患者
との関わりは看護者としての自分自身を理解する
ことに繋がっていた。藤野17）らは，看護学生の
特徴として自分の伝えたいことを表現することが

下手であると報告している。また，�田上18）�は最近
の学生の特徴を�「自己表現が下手」�「友人とも自分
の内面的な問題を語ることが出来ず，表面的な過
剰適応といえる関係を作っている」�と報告している。
　しかし，学生は患者との関わりをとおして【入
院することについて考えた】ことから，患者の社
会復帰を阻む理由について学生の立場で考えるこ
とが出来ている。患者の〈過去のつらい体験が社
会復帰につながる〉と解釈しており，【コミュニ
ケーションの意義について理解できた】のではな
いかと考える。学生は，患者のペースに自分を合
わせることの大切さに気がついているが，患者を
理解するだけではなく自己について知ることにな
ることで，かなりつらい体験になっていることが
考えられる。精神科に入院している患者の多くは，
過去に対人関係で傷ついた体験を持っていること
が多い。そのため，学生の体験はぺプロウ19）の
いう患者の体験と同一化し，このような結果が示
されたと推測される。榊20）は「〈実習において学
生－患者－教員はトライアングル〉であり，学生
が患者と関係を築けないでいる場合その学生は教
員とも関われないで居ることが多い」と報告して
いる。教員や指導者は学生個々の体験を引き出し，
学生それぞれの体験を共有する場面を多く持つ必
要があると考える。

■　本研究の限界

　本研究の結果は，研究者の分析力によって学生
の学びが充分に反映されているとはいいがたい。
また，学生の学びが充分に反映されているとは言
いがたい実習記録から導き出したものであること
が本研究の限界である。

■　終わりに

　現在行われている実習方法で実習の目標がほぼ
到達されていることがわかった。また，本研究に
より改めて実習指導に指導者と教員の連携が重要
であることを知った。学生自身が自らの体験をと
おして，客観的に自己を振り返ることが出来，患
者との関わりを考えることが出来ていることにお
いては実習の役割は大きい。知識と実践の統合を
目的とする看護教育において，障害者観の学習支
援として視覚的な教材を導入する重要性も示唆さ
れた。
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